
合気道体験教室

復興支援フェアin東総

市民野球大会組み合わせ抽選会

航空科学博物館　航空ジャンク市

自衛隊　幹部候補生募集

刃物研ぎ講習会

　自衛隊幹部候補生（一般）・（歯科・
薬剤科）を募集します。いずれも、受
付期間は３月１日（日）～５月１日（金）
で、試験日（１次）は５月16日（土）です
（飛行要員は17日）。
　受験資格は次の通りです（詳細はお
問い合わせください）。
◆幹部候補生（一般）
受験資格…【大卒程度試験】22歳以上
26歳未満の者（20歳以上22歳未満の者
は大卒（見込み含む）、修士課程修了
者など（見込み含む）は28歳未満）【院
卒程度試験】修士課程修了者など（見
込み含む）で20歳以上28歳未満の者
◆幹部候補生（歯科・薬剤科）
受験資格…専門の大卒（見込み含む）
で20歳以上30歳未満の者（薬剤科は20
歳以上28歳未満の者）
問自衛隊成田地域事務所
 ☎0476－22－6275

　県では、都市計画基礎調査の結果な
どに基づき、将来人口推計や高齢化の
進展など社会情勢の変化を踏まえ、都
市計画の目標、主要な都市計画の決定
の方針を示した「都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針」の変更を行いま
す。このたび、八日市場都市計画区域
に関する方針の変更原案がまとまりま
したので、下記により公表します。
公表場所…市役所都市整備課、市ホー
ムページ　公表期間…３月２日（月）
～31日（火）　方針の概要…都市計画
区域内における都市づくりの基本理念
と基本方針、主要な都市計画（土地利
用、都市施設、自然的環境の整備・保
全）の決定の方針
※本方針の変更についての県主催公聴
会が夏ごろ開催される予定です。
 問都市整備課都市計画班☎73－0091

　市シルバー人材センターでは、ハサ
ミや包丁の研ぎ方の実技指導講習会を
実施します。
日時…３月10日（火）10時～　場所…
市シルバー人材センター　参加費…無
料　持ち物…ハサミや包丁など
 問同センター☎70－2030

都市計画区域整備・開発・
保全の方針の原案を公表

銚子ジオパークツアー
親子でキャベツ収穫体験

宝くじの収益金は
街づくりに使われています

松山庭園美術館
没後40年　久保一雄展

　市では、千葉県市町村振興協会から
「サマージャンボ宝くじ」と「オータム
ジャンボ宝くじ」の収益金の配分を受
けています。今年度はこれらの収益金
を、子ども医療費助成事業の財源の一
部に活用しました。
　宝くじの収益金は、都道府県別の販
売実績額などによって配分されるので、
千葉県内の宝くじ売り場での購入をお
願いします。
 問財政課財政班☎73－0085

期間…３月14日（土）～ 29日（日）の
水・土・日曜日（全８回）　時間… 19
時30分～21時（水・土曜日）、16時30
分～18時30分（日曜日）　場所…八日
市場二中武道館　参加費…スポーツ安
全保険代（中学生以下800円、高校生
以上1,850円）　持ち物…運動着、タオ
ル、飲み物
 問関孝雄☎73－3065

日時…３月18日（水）18時30分～　場
所…市民ふれあいセンター
 問野球協会・増田☎090－4137－6298

　貴重な航空部品やエアライングッズ
などを格安で販売します。
日時…３月７日（土）、８日（日）10時
～　場所…同館（芝山町岩山111番地
３）　入館料…大人500円、中高生300
円、４歳以上～小学生200円
 問同館☎78－0557

　銚子ジオパークで、生産量日本一の
春キャベツの収穫・出荷・調理を体験
し、大地の恵みを感じませんか。
開催日…３月27日（金）　時間…８時
30分～ 14時15分　料金…大人500円、
子ども300円　集合場所／時間…銚子
市役所（銚子市若宮町１番地の１）／
８時30分　定員… 30人（先着順）　対
象…小・中学生とその保護者　
　問銚子ジオパーク推進協議会（平日
のみ）☎0479－24－8911

　東日本大震災から４年。「震災復興
を支援する旭・匝瑳の会」では「2015年
復興支援フェアin東総」を開催します。
日時…３月８日（日）10時～ 15時30分
場所…八日市場駅前JT跡地　内容…
岩手・宮城・福島県の物産品などの販
売、地元協力店からの出店。三味線の
演奏やフォークソング、姉妹歌手など
のステージイベント
問同会・高橋☎60－3008、今井090－
7269－3693

　久保一雄氏は多くの日本映画に携
わった美術監督ですが、生涯アトリエ
で作品を生み出す画家でもありました。
松山庭園美術館（松山630番地）では、
その貴重な作品約100点を展示します。
開催期間…４月12日（日）まで　開館
日…金・土・日・祝日　時間…10時～
17時　入館料…大人800円、小・中学
生400円
 問松山庭園美術館☎79－0091

ひな祭りイベント

13周年記念イベント

ふれあいパーク情報ふれあいパーク情報ふれあいパ ク情ふ ク情ふれあいパ ク情報
週末は何かがある！週末は何かがある！週末は何かがある！

日時…３月１日（日）10時30分～
お茶会および琴の演奏会を開催します。

日時…３月15日（日）10時～
　ふれあいパーク八日市場は、今年の
３月で開館13周年を迎えます。そこで、
皆さまのご愛顧に感謝して記念イベン
トを開催いたします。
　大人気のご当地ヒーロー「ソーサマ
ン」の新作ショーの
ほか、当日は新商品
「野菜たっぷり！米
粉クレープ」の販売
や綿菓子など、多く
の出店が並びます。
また、お買い上げレ
シートをお持ちいただいた人にプレゼ
ントがあります。皆さまのご来場をお
待ちしています。
問ふれあいパーク八日市場☎70－5080
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アラカルトアラカルト
Information

À la carteÀ la carte

情報情報情報

犬/猫の不妊・去勢手術
費用の一部を助成します

オレンジ色のユートリーカード
使用期限は３月31日まで

し尿処理手数料改定

サタデースクール指導者募集

労働力調査にご協力を

第24回東総藤丸会民謡発表会

日曜朝市お客様感謝サービス

認知症サポーター養成講座

県動物愛護ボランティア募集

　市では、小学校３～６年生を対象に、
土曜日の有効活用と基礎・基本の定着
による学力向上を図るため「サタデー
スクール」を実施しています。
　平成27年度の実施にあたり、指導者
を募集します。
勤務内容…国語と算数の学習支援ほか
勤務時間…土曜日の８時45分～11時15
分　勤務場所…八日市場小学校、栄小
学校、野田小学校　採用条件…高校卒
業以上の学歴を有する人（教員免許状
の有無を問わず）　報酬…時給１千円
雇用期間…５月９日～平成28年２月20
日（年30回実施予定）　募集人員…５
人程度　締め切り…３月13日（金）　
応募書類…履歴書（写真添付）、健康
診断書　
 　問学校教育課指導班☎73－0094

　労働力調査は、国の経済政策や雇用
対策などの基礎資料を得ることを目的
とした重要な調査で、総務省が毎月公
表している「完全失業率」は、この調
査をもとに発表しています。
　調査の対象となった世帯には、県知
事発行の調査員証を身に付けた統計調
査員が調査票の記入のお願いに伺いま
す。皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
調査期間…４月～８月　調査地域…八
日市場イの一部
 問県統計課☎043－223－2220

　東総衛生組合では、し尿処理手数料
を、平成27年４月１日から改定します。
【改定手数料】
①10リットル当たり142円（税別）
②仮設トイレの収集に１回500円（税
別）の加算金の新設

※し尿処理手数料の消費税を適正に転
嫁するため、課税方式を内税から外税
とし、現行の１リットル当たり15円
（内税）から10リットル当たり142円（税
別）とします。また、工事現場やイベ
ント時に使用する仮設トイレの収集は、
し尿処理手数料のほかに、500円（税
別）の加算金を新たに設けました。

問東総衛生組合☎62－0794

　市では飼い犬・飼い猫の不妊および
去勢手術に係る費用の一部を助成して
います。
　交付申請の条件として、手術を受け
た年度内に申請をする必要があります
ので、平成26年４月から平成27年３月
末までに手術を受け、申請を行ってい
ない人は、平成27年３月末日までに提
出をお願いします。なお、補助頭数は
１世帯当たり年度内に１頭までです。
 問環境生活課環境班☎73－0088

　県では、動物愛護センターや保健所
などが開催する動物愛護事業への協力
や、大規模災害時の被災動物の一時預
かりなどをしていただきたく「動物愛
護ボランティア」を募集しています。
登録者には専用ホームページやメール
などで協力を依頼させていただくほか、
動物愛護に関するイベント情報などを
お送りします。
 問県衛生指導課☎043－223－2642

　毎週日曜日、市役所南側駐車場で行
われている日曜朝市では、３月１日に
「赤飯のサービス」を行います。採れ
たての新鮮な地元農産物などを用意し
ていますので、ぜひご来場ください。
時間…７時30分～（30分程度）
 問産業振興課農政班☎73－0089

　認知症を正しく理解し、認知症のあ
る人やその家族を見守る応援者「認知
症サポーター」になりませんか？
　受講者には学んだ証しとして「オレ
ンジリング」を配
布します。
日時…３月４日（水）
13時30分～15時　
場所…市民ふれあ
いセンター　定員
…30人　参加費…無料
　問地域包括支援センター☎73－0033

　八日市場サービス券会で行っている
ポイントサービスカード「ユートリー
カード」は、現在青い色です。
　オレンジ色の旧ユートリーカードは、
３月31日が使用期限となっており、期
限を過ぎると｢無効」となってしまい
ます。オレンジ色の満点カードは、３
月31日までにお使いください。
　なお、オレンジ色のカードから現行
の青いカードへのポイント移行はでき
ませんので、ご注意ください。
 問市商工会☎72－2528

日時…３月８日（日）９時～　場所…
市民ふれあいセンター　入場料…無料
 問同会・林☎73－0244

問＝問い合わせ先  　＝申し込み先

１号広告 １号広告
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フリーダイヤル ☎0120－32－2525
携帯電話からは ☎0570－04－2525

内容：ピーマンや小松菜の収穫・袋詰・管理作業
時間：８:30から17:00まで（半日でもＯＫ）
時給：条件により相談にて
＊勤務日・時間・休日は応相談
＊長期間働けるパートさん希望

千葉県匝瑳市堀川4073－1 ☎090－2173－6973（伊藤まで）

園芸好きなパートさん募集！

あっぴいちゃん  FARM  いとう

レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題レンタカー革命　12時間乗り放題

八日市場飯倉店八日市場飯倉店八日市場飯倉店

ヴィッツクラス　レギュラー料金２５２５円

及川石油株式会社 匝瑳市飯倉53－1

レンタカー営業時間
７:00 ～ 19:00
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